
お題　「窓（まど）」
※「窓」の文字が詠み込まれていれば
「窓辺」「車窓」「同窓」のような熟語で
も構いません。
応募要領
▶お題を詠み込んだ自作の短歌で1
人1首とし、未発表のもの
▶半紙（習字用）に毛筆で自書したもの
▶病気や身体の障がいのため自書す
ることができない人は、代筆やパソ
コンの使用も可
締9月30日（木）　※当日消印有効
宛先　〒100-8111（住
所記載不要）宮内庁
※封筒に「詠進歌」と書
き添えてください。
問秘書広報課☎（88）9118

人口・世帯数
現住人口　3.5.1現在（前月比）
⃝人　口　74,756人（△135人）
　　　男　36,732人（△56人）
　　　女　38,024人（△79人）
⃝世帯数　27,812世帯（△12世帯）

生活ダイヤル
⃝防災行政無線音声ガイドサービス	 ☎（63）8330
⃝休日夜間急病診療所	 ☎（76）2980
⃝福島県子ども救急電話相談
　短縮ダイヤル	 ♯8000　	　
　固定電話など	 ☎024（521）3790
⃝救急病院
　公立岩瀬病院	 ☎（75）3111
　須賀川病院	 ☎（75）2211
　池田記念病院	 ☎（75）2165
⃝須賀川消防本部	 ☎（76）3111
⃝消防情報センター	 ☎（76）8181
⃝児童虐待防止相談室	 ☎（88）8115

今月の納期　納期限8月2日（月）
⃝固定資産税	 全期・1期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	全期・１期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 １期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　7月25日（日）
　　　　午前9時〜午後4時
⃝場所　収納課

市民提案制度
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案制度
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市政情報番組を毎日放送中
市役所かわら版（各5分間）
　7：30〜/12：30〜/17：40〜

すかがわシティインフォメーション
（各10分間）　11：30〜/17：30〜
　暮らしに役立つ身近な情報などを毎
日発信しています。

インターネットラジオ周波数は

YouTube法務省チャンネルのご案内 法務省では、Y
　ユーチューブ　
ouTubeに法務省の様々な活動に関する 動画を掲載しています。ぜひご覧ください。　☞市民課☎（88）9134

7月16日～25日は「夏の交通
事故防止県民総ぐるみ運動」
ゆずりあい　「お先にどうぞ」で
事故ゼロへ
　夏は、暑さや行楽による疲労、開
放感による無謀運転などが増加し、
交通事故が多発する時期です。
　交通ルールやマナーを守り、安全
運転に努めましょう。
問市民安全課☎（88）9128

「土のうステーション」の設置

　個人所有の樹木や工作物などの道
路へのはみ出しは、自動車や歩行者
の通行の妨げとなり、大変危険です。
　特に歩道は、子どもからお年寄り
まで、多くの人が利用する公共空間
です。庭木や生け垣、塀の軒などが
道路にはみ出さないよう、適切に管
理しましょう。
　また、自動車も道路にはみ出さな
いよう、駐車場など敷地内に収まる
ように停めてください。飲食店や個
人経営の店舗は、お客様の自動車が
駐車場からはみ出してないか注意し
てください。
　ルールを守り、安全な道路空間を
守りましょう。
問道路河川課☎（88）9148

　水害や土砂災害の危険があるときに市が発令する避難情報が変更になりました。
▶警戒レベル3の「避難準備・高齢者等避難開始」を「高齢者等避難」に変更しました。
▶警戒レベル4の「避難勧告」と「避難指示（緊急）」を「避難指示」に一本化しました。
▶警戒レベル5の「災害発生
情報」を「緊急安全確保」に
変更しました。
　警戒レベル4の発令時に
は、危険な場所にいる人は、
全員必ず避難しましょう。
　また、警戒レベル5では、
災害が発生または切迫して
いる状況です。直ちに身の
安全を確保しましょう。
問市民安全課☎（88）9185

避難情報が変わりました！

　大雨などによる住居への浸水被害
を軽減するため、皆さんが土のうを
持ち出せる「土のうステーション」を
設置しています。
設置期間　11月30日（火）まで
設置箇所　⃝大黒池防災公園東側駐
車場　⃝山ノ坊市営住宅跡地（小作
田字西舘88-2）　⃝東公民館
対市内在住の人、市内の事業所
配布数　1世帯・1事業所に付き20
袋まで
持ち出し方法　道路河川課に直接ま
たは電話で受け付けの上、各設置場
所から土のうを持ち出し
持ち出し時間　⃝大黒池防災公園お
よび山ノ坊市営住宅跡地は24時間　
⃝東公民館は、午前8時30分から午
後5時まで（祝日を除く）
他大雨や台風通過予報時は、土のう
が不足することがありま
すので、余裕をもってご
準備ください。
※詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
問道路河川課☎（88）9148

市技能功労者表彰候補者の募集

　優れた技能者を表彰します。各業
種・団体でご推薦ください。
候補者の条件　市内在住または在勤
で、次の全てに該当する人
▶極めて優れた技能を有し、ほかの
技能者の模範と認められる人
▶令和3年10月末日時点で、同一職
種に15年以上従事している満35歳
以上の人
▶職業を通じて後進の技術指導や育
成などに寄与した人
申推薦書（商工課に設置）に必要書類
を添えて、商工課に提出
締7月30日（金）
問商工課☎（88）9143

市創業者表彰候補者の募集

　創業意識の向上と創業促進を図る
ため、優れた創業者を募集し、表彰
します。
候補者の条件　平成29年4月1日以
降に市内で創業し、1期以上の決算
を行っている法人または個人
申申込書（商工課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンター、各公民館に設
置または市ホームページから
ダウンロード）に必要書類を
添えて、商工課に提出
募集期間　7月7日（水）〜9月7日（火）
問商工課☎（88）9141

須賀川地方広域消防組合
消防職員の募集（高校卒程度）
募集職種　消防職
採用予定人数　2人程度
受験資格　平成9年4月2日から平成
16年4月1日までに生まれた人
※学歴は問いません。
1次試験（教養試験、適性検査、作文）　
時9月26日（日）　
2次試験（口述試験、健康診断、体力
試験）
時11月上旬予定（1次試験合格者のみ）

場須賀川地方広域消防本部　
申申込用紙（須賀川地方広域消防本
部総務課、各消防署、分署、分遣所
で配布）に必要事項を記入の上、添
付書類を添えて、消防本部総務課に
提出してください。
締8月6日（金）
　詳しくは、消防本部ホームページ
をご覧ください。
問須賀川地方広域消防本部総務課
☎（76）3113

樹木などの道路への「はみ出し」
は危険です

土のう
ステーション

創業者
表彰制度

敬老祝商品券の取扱加盟店の募集

対市内で小売・飲食・サービス業な
どを営む事業所　※「風営法」の許可
を受けている事業所を除く
申新たに登録を希望する事業所　加
盟店登録申請書（提出先に設置また
は市ホームページからダウンロー
ド）に記入の上、長寿福祉課、長沼・
岩瀬各市民サービスセンター、各公
民館（長沼・岩瀬を除く）に提出
昨年度の登録事業所　登録希望の有
無を確認する文書を6月に郵送して
いますので、回答をお願いします。
締7月20日（火）
問長寿福祉課☎（94）2162
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令和3年度中の市文化センター
貸館利用の申し込み受付開始
受付開始日　7月1日（木）
時午前8時30分〜午後5時15分
申申込書（文化センター事務所に設
置または市ホームページからダウン
ロード）に必要事項を記入の上、文
化センター事務所に提出
※休館日を除く
問文化センター☎（76）7777 後期高齢者医療制度の

新保険証（だいだい色）を交付
　後期高齢者医療被保険者証（保険
証）の有効期限は、7月31日（土）で
す。8月からは、新しい保険証（だ
いだい色）になります。
　新しい保険証には、医療費の自己
負担割合が記載されています。一般
の人は1割、一定以上の所得がある
人は3割です。
※新保険証は、7月下旬に簡易書留
郵便で郵送します。
問保険年金課☎（88）9137

農業経営を守る収入保険に
加入しましょう
　収入保険は、農産物を対象に自然
災害や価格低下、けがなどによる収
入減少を幅広く補償します。
　新型コロナウイルス感染症の影響
で、例年通りの出荷ができずに収入
が減少したときも補償の対象です。
※保険の加入には青色申告をしてい
ることが必要です。
申・問県農業共済組合いわせ石川支
所☎0247（37）1003

須賀川市公式LINE
　イベント・観光情報や子育て情報、
自然災害などの緊急情報を受信できる
ほか、ホームページと連携した情報提
供も行っています。

友だち募集中だボー！

友だち追加ページ

老人クラブ会員の募集

　老人クラブは、仲間とともに、毎
日をいきいきと心豊かに過ごすため
の活動です。また、健康増進や介護
予防の活動も充実しています。
　おおむね60歳以上の人なら誰で
も入会できます。興味のある人、入
会を希望する人は、市老人クラブ連
合会事務局（長寿福祉課内）にお問い
合わせください。
申・問長寿福祉課☎（88）8116

下水道受益者負担金及び分担金
の納付
　公共下水道が整備された区域内の
土地には、面積に応じて負担金が発生
します。第1期の納期限は8月2日（月）
ですので、納期内に納めてください。
　なお、農業集落排水の区域内では、
公共ますに接続するときに分担金を
納めていただきます。
問経営課☎（88）9158
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